花粉症の季節がやってきました。花粉症はだれにでも発症する可能性があります。
日ごろ気を付けたいことをまとめました。

✥花粉症のセルフケア✥
〇花粉をつけない
・外出時にマスクやメガネで防御する。花粉が付きにくいツルツルした素材の洋服を着る。
帽子を着用する。
〇ついた花粉を落とす
・帰宅したら、手洗い、うがい、洗顔をする。
〇免疫力を高める
・睡眠を十分とる。 ・お酒の飲み過ぎに気をつける。
・タバコを控える。（鼻の粘膜を正常に保つ。）
・主食、主菜、副菜のバランスのとれた食事をする。
花粉症に良い栄養素；ポリフェノール、乳酸菌等
“ポリフェノールが多く含まれる食材”
⇒トマト、人参、大根、しそ、さつまいも、ほうれん草、
レンコン、ミント、ウコン、ごぼう（ごぼう茶）等
“乳酸菌の含まれる食材“
⇒ヨーグルト等
ポリフェノールは、抗酸化作用が非常に強く様々な病気や老化の主な原因である活性酸素
を除去し、健康増進や美容、アンチエイジング効果が期待できます。
→特に花粉症には、
ヘスペリジン(みかん果皮)、メチル化カテキン(べにふうき茶)、
ナリンゲニンカルコン(トマト果皮)、ロズマリン(しそ)などが良いとされています。

乳酸菌は、体質の改善によりアレルギー症状を抑えることが期待されます。花粉の飛散時
期の遅くとも 1 ヶ月くらい前から乳酸菌を継続摂取することがより効果的なようです。
ヨーグルトを食べつづけると下痢しがちな人は、サプリメントタイプのものから摂取する
ことも出来ます。

■さつまいも豚汁(2～3 人分)
材料：
・さつまいも：1/2（約 100ｇ）
・豚肉：100～150g
・ごぼう：1/4 本（約 25ｇ）
・人参 ：1/8 本（約 15ｇ）
・こんにゃく：80g
・だし汁：500～600ｍｌ
【調味料】
【・酒：大さじ 2・みりん：大さじ 1・薄口しょうゆ：小さじ 1】
・味噌：大さじ 1.5～2 ・ねぎ（刻み）
：大さじ 2

・一味唐辛子（または粉山椒）：適量

作り方：
①さつまいも：皮ごときれいに水洗い、幅 1.5cm の輪切りにし
2～4 つに切る。分量外の塩を入れた水に放つ。
豚肉：食べやすい大きさに切る。
②ごぼう：たわしで水洗いし、斜め切り。
人参：皮をむき縦 2～4 つに切り半月またはいちょう切り。

1 人分
エネルギー

240 kcal

たんぱく質

12.7 g

脂質

10.5g

ポリフェノール

7.6mg

食塩

2.2g

こんにゃく：熱湯で茹で水洗いをし短冊切りまたは細切り。

③鍋にだし汁、【調味料】の材料、さつまいも、ごぼう、人参を入れて中火にかける。さつまいもの色
が変わってきたら、豚肉、こんにゃくを加えて 4～5 分煮る。 味噌を溶き入れて器に注ぎ、刻みね
ぎをのせる。 お好みで一味唐辛子または粉山椒を振る。

■トマトヨーグルトムース(2 人分)
材料：
・トマト：1 個（約 130ｇ）
・プレーンヨーグルト(無糖)：200ml
・はちみつ：大さじ 1～2（15～30ｇ）
・氷：2～3 個
作り方：
①トマトはヘタをくり抜きザク切りにする。
②トマト、ヨーグルト、はちみつ
(または低カロリー甘味料)、
角氷をミキサーに入れ、トマトの形がなくな
る位まで混ぜる。

※糖尿病やカロリーを抑えたい方は、はちみつを下記の低カロリー甘味料に
代替すると良いでしょう。
低カロリー甘味料だとそれぞれの商品によって分量が異なります。
甘さはお好みで調節して下さい。
例）マービー液状
：38ｇ “カロリー40％カット”
ラカント S 液状
：30ｇ “カロリー0”
パルスイートカロリーゼロ（液体タイプ）
：10ｇ “カロリー0”

1 人分
エネルギー

119 kcal

たんぱく質

4.1 g

脂質

3.1 g

ポリフェノール

26mg

食塩

0.1g

☆茶がらを使って☆
■油揚げのごぼう茶飯(2 人分)
材料：
・米：1 カップ
・ごぼう美茶（茶がら）：2 包
・油揚げ：1/2 枚
・水：180ml
【調味料】
・薄口しょうゆ：大さじ 1/2
・塩：小さじ 1/4
・みりん：大さじ 1/2
・酒：大さじ 1
・大葉：適量

作り方
①米は洗ってざるなどにあげておく
②油揚げは油抜きをし 5mm 幅の細切りにする
③炊飯器に①②・茶がら・調味料を混ぜて炊く

➪炊飯器に具材と調味料を入れるだけなので簡単にできました。ごぼうの風味が生きています！
焼きおにぎり風にアレンジしても OK！
1 人分
1 人分
エネルギー

焙煎ごぼう美茶
原材料名：ごぼう(国産)☆1

たんぱく質
エネルギー

337kcal
6.6 g
337kcal

脂質
たんぱく質

6.6 g 3.2g

脂質 ポリフェノール

3.2g 3.5mg+α

栄養成分表示 お茶 100ml あたり
食塩
1.5g
ポリフェノール
3.5mg+α
※1 袋(1.0g)を 150ml の熱湯で 30 秒浸出
食塩
1.5g
エネルギー…1kcal
➪炊飯器に具材と調味料を入れるだけなので簡単にできました。ごぼうの風味が生きていま
脂質、たんぱく質、糖質…各
0g
〔おいしい召し上がり方〕
ナトリウム、カフェイン…各
0mg☆2
す！焼きおにぎり風にアレンジしても OK！
食物繊維…0.1g
● 温かいごうぼう茶 ●
☆1 ごぼう 100％だから“茶がら”まで
食べられる!!
☆2 ノンカフェインなので小さなお子様や
妊婦さんにもうれしい♪

【カップの場合】
本品 1 包に対して、熱湯をカップ
1 杯分注いで、30 秒蒸らして下さい。1 包で 2～3
杯分飲めます。
【煮出す場合】
やかん等に 500～600cc の水と本品 1 包を入れ、
沸騰後 3 分後煮出してお使いください。
● 冷たいごぼう茶 ●
約 400cc の水に本品を 1 包入れます。冷蔵庫で 2
時間程度冷やし、お好みの濃さになりましたら本
品を取り出してお召し上がり下さい。

●焙煎ごぼう美茶：1.0g×10 包
【取扱いあります。】

●焙煎ごぼう美茶（黒生姜ブレンド）：1.2g×6 包

●ごぼう de チップス(塩、ピリ辛唐辛子、
ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ)も新しく仲間入り♪
【取扱いあります。】
低温でじっくり揚げてあるので
ごぼうのうまみそのまま！「バリバリ」食感の
チップスです。

【ごぼう de チップス 塩味】
エネルギー：124kcal、たんぱく質：2.3g、脂質：6.9g、糖質：7.5g、
食物繊維：10g、ナトリウム：173mg（食塩相当量：0.4g）
栄養成分表示
1 袋（30g）
あたり

【ごぼう de チップス ピリ辛唐辛子味】
エネルギー：124kcal、たんぱく質 2.4ｇ、脂質 6.8ｇ、糖質 7.9ｇ、
食物繊維 10.7ｇ、ナトリウム 113ｍｇ（食塩相当量：0.3ｇ）
【ごぼう de チップス ブラックペッパ－味】
エネルギー：124kcal、たんぱく質 2.4ｇ、脂質 6.8ｇ、糖質 8.0ｇ、
食物繊維 10ｇ、ナトリウム 114ｍｇ（食塩相当量：0.3ｇ）

食通信について何かご感想、ご要望、ご質問のある方は、お気軽に薬局スタッフに
（●＾８＾●）
お声をおかけ下さい。
（●＾－＾●）

管理栄養士 若井

